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午前１０時００分

開会
◎

◎

開会宣告

○議長（吉田敏男君）

会議録署名議員の指名

○議長（吉田敏男君）

ただいまから、平成

会議録署

名議員の指名を行います。

２３年第７回足寄町議会臨時会を開会をいた
します。

日程第１

会議録署名議員は、足寄町議会総合条例第
１７７条の規定によって、１１番川上初太郎
君、１２番島田政典君を指名をいたします。

◎

町長あいさつ

○議長（吉田敏男君）

町長安久津勝彦君か

ら、招集のごあいさつがございます。
町長

議運結果報告

○議長（吉田敏男君）

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

◎

議会運営委員会委員

長から、会議の結果の報告を願います。
議長のお許しをい

議会運営委員会委員長

高道洋子君。

ただきましたので、本臨時会招集に際して

○議会運営委員会委員長（高道洋子君）

の、ごあいさつを一言申し上げます。

日開催されました第７回臨時会に伴う議会運

既に、一部新聞報道されておりますけれど

本

営委員会の協議の結果を御報告いたします。

も、１１月２１日の日に足寄町第５次総合計

会期は、本日１日限りであります。

画にかかわる総合開発審議会を開催をいたし

本日は、最初に、町長から行政報告を受け

たところでございます。平成２４年から２６

ます。

年までの３年間の実施計画について諮問をい
たし、当日、原案どおりということで答申を

次に、議案第８７号から議案第９４号を即
決で審議いたします。

いただいたところでございます。

以上で、議会運営委員会の協議結果の報告

詳細につきましては、１２月定例会におき

を終わらせていただきます。

まして、行政報告をさせていただく考えでご

○議長（吉田敏男君）

ざいますので、御理解をいただきますようお

委員会委員長の報告を終わります。

これにて、議会運営

願いを申し上げる次第でございます。
次に、本日予定しております案件について

◎

会期決定の件

申し上げます。この後、議長のお許しをいた

○議長（吉田敏男君）

だき、行政報告を１件予定してございます。

の件を議題といたします。

議案といたしましては職員の給与に関する条

お諮りをいたします。

例の一部を改正する条例について御審議を、

本臨時会の会期は、本日１日間にしたいと

お願いをする予定でございます。これに関連

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

てございます。御審議賜りますようお願いを

○議長（吉田敏男君）

申し上げまして、簡単でございますけれども

す。

招集に際してのごあいさつとさせていただき

異議なしと認めま

したがって、会期は、本日１日間に決定を
いたしました。

◎

開議宣告

○議長（吉田敏男君）

◎

これから、本日の会

議を開きます。

行政報告

○議長（吉田敏男君）

日程第３

行政報告

を行います。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおり
です。

会期決定

思います。これに御異議ございませんか。

いたしまして各会計の補正予算７件、予定し

ます。

日程第２

町長から行政報告の申し出がありました。
これを許します。
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町長

安久津勝彦君。

○町長（安久津勝彦君）

最後に、株式会社安愚楽牧場足寄直営牧場
議長のお許しをい

でございますが、北海道支店、これは音更町

ただきましたので、行政報告を申し上げま

でございますけれども、ここからの情報とい

す。

たしまして、従業員の雇用継続も含めて道外

株式会社安愚楽牧場の再生手続の廃止決定
についてでございます。

の農業生産法人と売買交渉中であるが、正式
契約には至っていないと聞いているところで

平成２３年８月２２日開催の第５回臨時会

ございます。

において、行政報告をいたしました株式会社

今後において、預託農家の債権回収に一定

安愚楽牧場の経営問題について、東京地方裁

のめどは立ったものの、依然として経営継続

判所が１１月８日付で再生手続を廃止する決

の問題は厳しい状況下にあります。引き続き

定を行いましたので、現段階における状況等

北海道を初め、関係機関、団体等と連携を密

について御報告を申し上げます。

にし、それぞれの役割に応じて万全を期して

まず、再生手続が廃止となった理由でござ

まいる所存でございますので、町民の皆様を

いますが、１１月４日に東京地方裁判所の管

初め、議員各位の御理解と御協力をお願いを

理命令により選任された管財人が株式会社安

申し上げ、行政報告とさせていただきます。

愚楽牧場の財産状況を調査したところ、資金

○議長（吉田敏男君）

繰りが逼迫しており、財産保全はおろか、大

終わります。

これで、行政報告を

量の牛が餓死し社会問題となりかねない状況
にあることが判明、このような状況では再生

◎

議案第８７号

計画案の立案は極めて困難であり手続を続行

○議長（吉田敏男君）

することは断念せざるを得ないと判断をし、

７号足寄町職員の給与に関する条例等の一部

東京地方裁判所に対して民事再生手続の廃止

を改正する条例の件を議題といたします。

を求める上申書の提出を行い、廃止決定を受
けたとしております。

日程第４

議案第８

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

なお、東京地方裁判所による破産手続の開

総務課長

渡辺俊一君。

始決定は１２月８日ごろと予想されておりま

○総務課長（渡辺俊一君）

す。

なりました議案第８７号足寄町職員の給与に

次に、本町預託農家の未収債権、預託料で
ございますが、現在、裁判所から指定された

ただいま議題と

関する条例等の一部を改正する条例につきま
して提案理由の御説明を申し上げます。

保全管理人との間で、預託牛と未収債権の相

本条例の改正は人事院勧告に基づく国家公

殺による売買協議が成立し、譲渡期日は１２

務員の給与改正に準じて行うものでございま

月４日とされ、それまでの間は預託料の支払

して、１２月支給分から５０歳代以上を中心

いがされると聞いております。

に４０歳代以上を念頭に置いた中高齢層が受

よって、民事再生手続開始の申し立てが行
われた８月９日より前の未収債権、預託料

ける給与月額に限定して平均改定率０.２３
％引き下げるものでございます。

は、売買成立額から見て一定の債権回収はで
きるものと推察しております。

なお、医師給与につきましては引き下げは
該当してございません。さらに、本年４月か

また、大規模草地育成牧場の入牧料でござ

ら１１月までの期間の給与引き下げ相当額を

いますが、指定管理者である足寄町農業協同

１２月支給の期末手当から減額する調整措置

組合も債権保全している和牛の売買協議が成

を行うこととしてございます。

立し、その買い受けした和牛を売却処分し、
未収債権に充てる予定としております。

改正条文の内容につきまして御説明申し上
げます。
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足寄町職員の給与に関する条例等の一部を
改正する条例。

に、（１）と書いてありますが、これが第１
号でございます。それから、表がございます

第１条、足寄町職員の給与に関する条例の
一部を次のように改正する。

が、表の下に（２）と書いてございます。こ
れが第２号と、こういう規定の額を合わせて

別表第１を別紙のように改める。別表第１
は別紙としてございます。それから、別表第

１２月の期末手当で調整をして差し引くとい
うことにしている規定でございます。

２中イ及びウを次のように改める。別表第２

それでまず（１）の第１号でございます

イ、ウも別紙としてございますが、２ページ

が、平成２３年４月１日に減額改定対象者が

に別表第１といたしまして、行政職給料表、

受けていた給料、管理職手当、扶養手当、地

それから、３ページに別表第２にといたしま

域手当、住居手当及び単身赴任手当、これら

して、イの医療給料表(二）を、４ページか

の合計の月額に１００分の０.３７を乗じた

ら５ページにウといたしまして、医療職給料

額に４月から１１月までの８カ月分を掛けま

表（三）をそれぞれ掲げてございます。この

して、その額を１２月の手当から減額すると

ように給料表が改正になるということでござ

いう規定でございます。この下に給料表と職

います。

務の号給の表がございます。行政職給料表で

なお、先ほど申し上げましたように、医師

いきますと、１級では号給が２１号級から１

給与につきましては改正がございませんの

１３号級まで、２級では１号級から７６号級

で、給料表は従来のとおりとなってございま

までとなっておりますが、この給料表に該当

す。

する職員にあっては、おおむね４０歳代より

以上が第１条の改正でございます。

も下の年代ということで、ここは減額改定を

次に、第２条、足寄町職員の給与に関する

しないという表でございます。この表に該当

条例の一部を改正する条例の一部を次のよう

する職員については除かれるということでご

に改正する。

ざいます。これが第１号でございます。

附則第７項中「１００分の９９.５９」を

それから（２）の第２号でございますが、

「１００分の９９.１」に改めるものでござ

６月の期末、勤勉手当については、既に支給

います。平成１９年度に給与制度改正をした

済みでございますので、この額にも１００分

際に減給保障制度がございまして、今回の給

の０.３７を乗じて得た額を調整額といたし

与改正によりまして、減額改定対象職員の減

まして、１２月の期末、勤勉手当から差し引

給保障部分の額を平成１９年３月３１日に受

くという改定の規定でございます。

けていました給料に基づきまして、その給料

次に、第３号でございますが、平成２３年

に１００分の９９.１を乗じた額ということ

４月１日から同年１２月１日までの間におい

で減給保障の額を引き下げるという内容でご

て町長の定める者であった者から引き続き新

ざいます。

たに職員となった者で任用の事情を考慮して

次に、附則でございますが、第１項で施行

町長の定める者に関する前項の規定の適用に

日を定めてございますけれども、この条例は

ついては、同項中、次に掲げる額とあるの

平成２３年１２月１日から施行するものでご

は、次に掲げる額及び町長の定める者との権

ざいます。

衝を考慮して町長の定める額とする改正でご

次に、第２項でございますが、平成２３年

ざいまして、これは４月１日から１２月まで

１２月に支給する期末手当に関する特例措置

の間に新規採用等がありまして、民間等とか

という規定でございますが、要点のみ説明を

ら公務員となったというようなことがあった

させていただきます。平成２３年１２月に支

場合、いろいろな事情を考慮して、今年度、

給する期末手当の額から第２項の下のほう

減額の対象としないというような決まりを町
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長が事情を考慮して定めることができるとい

す。

うような例外的な規定という取り扱いになっ

○議長（吉田敏男君）

てございます。

○総務課長（渡辺俊一君）

それから第４項は、委任規定でございまし

答弁、総務課長。
お答えいたしま

す。

て、前２項に定める者のほか、この条例の施

今回の人事院勧告に基づきます、準じて給

行に関し必要な事項は、町長が定めるものと

与改定をするということにつきましては、組

するものでございます。

合とも交渉し、その中で妥結をしたという中

以上が改正条文の説明ということでござい

身でございます。

ますが、この改正によります影響額、職員、

それから、５５歳以上の課長にもこの改定

準職員、合わせまして、改定による影響額は

につきましては、該当するということでござ

２９２万５,０００円の減額となってござい

います。

ます。

以上でございます。

また、この後、補正予算を審議していただ
きますが、この改正によります額と、さら

○議長（吉田敏男君）

１０番。

○１０番（後藤次雄君）

わかりました。

に、４月１日以降、当初予算後、移動等によ

今回ですね、２９２万３,０００円でした

りまして、人件費が動いた関係で、それぞれ

か、総体で減額されています。これは、月平

会計に補正予算を、お願いするということに

均すると、どのぐらいの額になるか、これは

なってございますので、御審議のほど、よろ

４０代から５０代の間ですから、これ、一人

しくお願いをしたいと思います。

につき、例えば、最低が何ぼ、最高が何ぼに

以上をもちまして、議案第８７号につきま

なるかと、額が大体わかれば聞きたいのです

しての提案理由の説明とさせていただきま

けれど。

す。

○議長(吉田敏男君）

なお、６ページに新旧対照表を添付してご

ここで暫時休憩をい

たします。

ざいますので、御参照いただきたいと存じま

午前１０時２２分

休憩

す。御審議のほど、よろしくお願い申し上げ

午前１０時２４分

再会

ます。
○議長（吉田敏男君）

○議長(吉田敏男君）
これをもって、提案

再開いたします。

理由の説明を終わります。

答弁、総務課長。

これから、質疑を行います。質疑はござい
ませんか。

○総務課長（渡辺俊一君）

お待たせして申

しわけございません。

１０番。
○１０番（後藤次雄君）

休憩を閉じ、会議を

今回の改定による額でございますが、影響
１０番。

額で、最低では３００円から４００円ぐら

一つ目はですね、今回の人事院勧告による

い、それから、最高では大体、２,０００円

引き下げの部分ですけれども、これは足寄町

ぐらいという額になってございます。月額で

として、今、説明あったように、０.２３％

ございます。

ということなのですけれども、これは一つ目

以上でございます。

としては労使で恐らく協議をして妥協したと

○議長（吉田敏男君）

思うのですけどね、その辺がどうだったのか

よろしいですか。

１０番。

と、それと、もう一つは、足寄の場合はどう

○１０番（後藤次雄君）

なのかわかりませんけれども、５５歳以上の

していると思うのですけれど、足寄の場合は

課長級の人たちの、今回、これに適用される

連続何年ぐらい、減額しているのですか。

のかどうか、それをまず、聞きたいと思いま

○議長（吉田敏男君）
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これは、毎年減額

答弁、総務課長。

○総務課長（渡辺俊一君）

お答えいたしま

す。

に関する条例等の一部を改正する条例の件を
採決をいたします。

人事院勧告でマイナス勧告になっている年

この表決は、起立によって行います。

と、それから、独自削減もございますので、
それを合わせますと、平成１４年からマイナ

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は、起立願います。

スということで、その年、その年によって減
額の額は違いますけれども、減額となってご

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

ざいます。

したがって、議案第８７号「足寄町職員の

以上でございます。
○議長（吉田敏男君）
○１０番（後藤次雄君）

全員の起立です。

給与に関する条例等の一部を改正する条例」
１０番。

の件は、原案のとおり可決されました。

今、回答されたと

おり、約１０年、約１０年これマイナスに

◎

議案第８８号

なっているわけですね。ところが、やっぱ

○議長（吉田敏男君）

り、足寄の経済状況を見ますと、役場職員の

８号平成２３年度足寄町一般会計補正予算

経済効果というのは、相当、やっぱり、町の

（第９号）の件を議題といたします。

商店街に対しても大幅に貢献していると思う
んですよ。だから、町独自の減額も必要です

日程第５

議案第８

本件について、提案理由の説明を求めま
す。

けれど、やっぱり、もちろん、職員の生活の

総務課長

渡辺俊一君。

こともありますから、人事院勧告は仕方がな

○総務課長（渡辺俊一君）

いにしろ、なるべく、これから町の職員の、

なりました議案第８８号平成２３年度足寄町

町に貢献している、そういうこともぜひ考え

一般会計補正予算（第９号）につきまして、

て、これから、引き上げるとは言われません

提案理由の説明を申し上げます。

けれども、そういう考え方も検討の中に入れ
てもらいたいなということを申し上げたいと

歳入歳出予算の総額の変更はございませ
ん。

思います。
○議長（吉田敏男君）

ただいま議題と

歳出予算の補正の款項の区分、及び当該区
他に質疑はございま

せんか。

分ごとの金額、並びに補正後の歳出予算の金
額は、第１表、歳出予算補正によるものでご

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ざいます。

それでは、質疑なし

と認めます。

歳出予算の主なものにつきましては、給与
改定と人事異動等々によります人件費や、共

これで質疑を終わります。

済組合負担金の率の変更に関わるものでござ

これから自由討議を行います。自由討議ご

います。

ざいませんか。
○議長（吉田敏男君）

それから、特別会計、企業会計等への繰り
はい、これで自由討

議を終わります。

出し金、負担金等の支出につきましても、人
件費に相当するものでございます。

これから討論を行います。討論はございま
せんか。

また、財源調整といたしまして、第２款、
総務費におきまして、財源調整基金積立金と

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

いたしまして、１,７７６万８,０００円を計

討論なしと認めま

上いたしております。

す。

以上で、提案理由の説明とさせていただき

これで討論を終わります。

ます。

これから、議案第８７号足寄町職員の給与
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御審議賜りますよう、よろしくお願い申し

上げます。

○議長（吉田敏男君）

○議長（吉田敏男君）

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

全員の起立です。

したがって、議案第８８号平成２３年度足
寄町一般会計補正予算（第９号）の件は、原

これから、議案第８８号平成２３年度足寄

案のとおり可決されました。

町一般会計補正予算（第９号）の件の質疑を
行います。

◎

議案第８９号

５ページをお開きください。

○議長（吉田敏男君）

歳出から進めます。款で進めます。

９号平成２３年度足寄町簡易水道特別会計補

第２款総務費、質疑はございませんか。

正予算（第２号）の件を議題といたします。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

第３款民生費、質疑

す。
建設課長

(「なし」と呼ぶ者あり)
第４款衛生費、質疑

なりました議案第８９号平成２３年度足寄町
て、提案理由の御説明を申し上げます。

第８款土木費、質疑

はございませんか。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ
２,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額

（「なし」）と呼ぶ者あり）

を歳入歳出それぞれ３,２６２万８,０００円

７ページ、第１３款

とするものでございます。

職員費、質疑はございませんか。

歳出から申し上げます。２９ページをお願

（「なし」）と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

ただいま議題と

簡易水道特別会計補正予算（第２号）につい

（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

南岡雄二君。

○建設課長（南岡雄二君）

はございませんか。
○議長（吉田敏男君）

議案第８

本件について、提案理由の説明を求めま

はございませんか。
○議長（吉田敏男君）

日程第６

いいたします。

歳出総括ございませ

んか。

補正の内容につきましては、一般会計同
様、職員給与費、及び共済費負担率を含めま

（「なし」）と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

しての制度改正によるものでございます。

これで質疑を終わり

ます。

総務費、総務管理費、一般管理費、職員手
当 等 に おき ま して 、 ２万 ４ ,０ ００ 円 の減

これから、自由討議を行います。自由討議
ございませんか。

を計上し、計２,０００円の増額でございま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

す。

これから、討論を行

います。討論はございませんか。

なお、３１ページから３６ページに給与費
明細表を添付しておりますので、御参照のほ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

額、共済費におきまして、２万６,０００円

ど、お願いいたします。

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

歳入につきましては、繰入金、他会計繰入
金、一般会計繰入金で、歳出における増額分

これから、議案第８８号平成２３年度足寄

２,０００円、同額を計上してございます。

町一般会計補正予算（第９号）の件を採決を

以上で議案第８９号平成２３年度足寄町簡

します。

易水道特別会計補正予算（第２号）の提案理

この表決は、起立によって行います。

由の説明とさせていただきます。御審議のほ

本件は、原案のとおり決定することに賛成

どよろしくお願いいたします。

の方は起立願います。
（賛成者起立）

○議長（吉田敏男君）
由の説明を終わります。
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これをもって提案理

これから、議案第８９号平成２３年度足寄

なりました議案第９０号平成２３年度足寄町

町簡易水道特別会計補正予算（第２号）の件

公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

の質疑を行います。

について、提案理由の御説明を申し上げま

２９ページ、歳入歳出一括で行います。質

す。

疑はございませんか。

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

れ５万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳

総括ございません

か。

入歳出それぞれ、４億５３５万７,０００円
とするものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

歳出から申し上げます。４３ページをお願

これで質疑を終わり

いいたします。

ます。

補正内容につきましては、一般会計同様、

これから自由討議を行います。自由討議は
ございませんか。

職員給与費、及び共済組合負担金率等を含め
ましての制度改正によるものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

歳出の内訳は事業費、給料、職員給にて、

これで自由討議を終

わります。

２万３,０００円の減額、職員手当、各種手
当等にて１６万２,０００円の減額、共済費

これから討論を行います。討論はございま
せんか。

におきまして、１３万５,０００円の増額を
含めまして、総額５万円の減額でございま

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

す。

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

なお、４５ページから５０ページに給与費
明細表を添付してございますので、御参照を

これから、議案第８９号平成２３年度足寄

お願いいたします。

町簡易水道特別会計補正予算（第２号）の件
を採決をします。

歳入につきましては、繰入金、他会計繰入
金、一般会計繰入金で、歳出における減額分

この表決は起立によって行います。

５万円同額を計上してございます。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は、起立願います。

公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

以上で、議案第９０号平成２３年度足寄町
についての提案説明とさせていただきます。

全員の起立です。

御審議のほどよろしくお願いいたします。

したがって、議案第８９号平成２３年度足
寄町簡易水道特別会計補正予算（第２号）の

○議長（吉田敏男君）

これをもって提案理

由の説明を終わります。

件は、原案のとおり可決されました。

これから、議案第９０号平成２３年度足寄
町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

◎

議案第９０号

○議長（吉田敏男君）

日程第７

号）の件の質疑を行います。
議案第９

０号平成２３年度足寄町公共下水道事業特別

４３ページ、歳入歳出一括で行います。質
疑はございませんか。

会計補正予算（第２号）の件を議題といたし
ます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

本件について、提案理由の説明を求めま

か。

す。
建設課長

総括ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）
南岡雄二君。

○建設課長（南岡雄二君）

○議長（吉田敏男君）
ただいま議題と

ます。
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これで質疑を終わり

これから自由討議を行います。自由討議
は、ございませんか。

合負担金等を含めましての制度改正によるも

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

びに一般会計同様、職員給与費、及び共済組
のでございます。

これで自由討議を終

わります。

歳出の内訳は、企業費、給料、職員給に
て、人事異動等に伴う精査による２９３万

これから討論を行います。討論はございま
せんか。

５,０００円の減額でございます。職員手当
等、各種手当２８５万円の減額、共済費、共

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

済組合負担金におきまして、６４万円の減額

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

でございます。負担金、福祉協会負担金２,
０００円の減額でございます。

これから、議案第９０号平成２３年度足寄

なお、５９ページから６４ページに給与費

町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

明細表を添付してございますので、御参照の

号）の件を採決をします。

ほどお願いいたします。

この表決は起立によって行います。

歳入につきましては、繰入金、他会計繰入

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は、起立願います。

分６４２万７,０００円同額を計上してござ

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

金、一般会計繰入金にて、歳出における減額
います。

全員の起立です。

以上で、議案第９１号平成２３年度足寄町

したがって、議案第９０号平成２３年度足

足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事業

寄町公共下水道事業特別会計補正予算（第２

特別会計補正予算（第４号）についての提案

号）の件は、原案のとおり可決されました。

理由の御説明とさせていただきます。御審議
のほどよろしくお願いいたします。

◎

議案第９１号

○議長（吉田敏男君）

日程第８

○議長（吉田敏男君）
議案第９

これをもって、提案

理由の説明を終わります。

１号平成２３年度足寄町足寄都市計画足寄市

これから、議案第９１号平成２３年度足寄

街地区土地区画整理事業特別会計補正予算

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

（第４号）の件を議題といたします。

業特別会計補正予算（第４号）の件の質疑を

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
建設課長

行います。
５７ページ、歳入歳出一括で行います。質

南岡雄二君。

○建設課長（南岡雄二君）

疑はございませんか。
ただいま議題と

（「なし」と呼ぶ者あり）

なりました議案第９１号平成２３年度足寄町

○議長（吉田敏男君）

足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事業

か。

特別会計補正予算（第４号）について、提案
理由の御説明を申し上げます。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ
れ６４２万７,０００円を減額し、歳入歳出
予算の総額を歳入歳出それぞれ５億７,６０

総括ございません

これで質疑を終わり

ます。
これから自由討議を行います。自由討議ご
ざいませんか。

７万円とするものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

歳出から申し上げます。５７ページをお願
いいたします。

○議長（吉田敏男君）

これで自由討議を終

わります。

補正の内容につきましては、人事異動、並

これから討論を行います。討論はございま
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せんか。

万４,０００円を減額いたしました。共済費
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

におきまして、８０万９,０００円を減額い

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

たしました。準職員賃金におきまして、退職
手当事前納付分といたしまして、８万９,０

これから、議案第９１号平成２３年度足寄

００円を増額いたしました。

町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理事

なお、補正金額が一般会計に比して、多

業特別会計補正予算（第４号）の件を採決を

少、多額となっている理由といたしまして

します。

は、本年４月におきまして、職員の退職、並

この表決は起立によって行います。

び人事異動に伴います給料月額の差額等によ

本件は、原案のとおり決定することに賛成

るものでございます。

の方は起立願います。

次に、歳入でありますが、一般会計繰入金

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

７８０万３,０００円を減額いたしました。

全員の起立です。

以上で、議案第９２号平成２３年度足寄町

したがって、議案第９１号平成２３年度足

介護サービス事業特別会計補正予算（第３

寄町足寄都市計画足寄市街地区土地区画整理

号）の提案理由の御説明とさせていただきま

事業特別会計補正予算（第４号）の件は、原

す。御審議のほどよろしくお願いいたしま

案のとおり可決されました。

す。
○議長（吉田敏男君）

◎

議案第９２号

○議長（吉田敏男君）

日程第９

これをもって提案理

由の説明を終わります。
議案第９

これから、議案第９２号平成２３年度足寄

２号平成２３年度足寄町介護サービス事業特

町介護サービス事業特別会計補正予算（第３

別会計補正予算（第３号）の件を議題といた

号）の件の質疑を行います。

します。

７１ページ、歳入歳出一括で行います。質

本件について、提案理由の説明を求めま

疑はございませんか。

す。
福祉課長

（「なし」と呼ぶ者あり）
堀井昭治君。

○福祉課長（堀井昭治君）

○議長（吉田敏男君）
ただいま議題と

か。

なりました議案第９２号平成２３年度足寄町

（「なし」と呼ぶ者あり）

介護サービス事業特別会計補正予算（第３

○議長（吉田敏男君）

号）につきまして、提案理由の御説明を申し

ます。

上げます。

総括ございません

これで質疑を終わり

これから自由討議を行います。自由討議ご

歳入歳出予算の総額から、歳入歳出それぞ

ざいませんか。

れ７８０万３,０００円を減額し、歳入歳出

（「なし」と呼ぶ者あり）

予算の総額を歳入歳出それぞれ２億８,１６

○議長（吉田敏男君）

２万９,０００円とするものでございます。

わります。

歳出から主な事項について御説明いたしま
す。７１ページをお願いいたします。

これで自由討議を終

これから討論を行います。討論はございま
せんか。

足寄町職員の給与に関する条例等の一部改

（「なし」と呼ぶ者あり）

正に伴い、第１款総務費、第１項総務管理

○議長（吉田敏男君）

費、第１目一般管理費におきまして、給料に

す。これで討論を終わります。

討論なしと認めま

おきまして３０６万６,０００円を減額いた

これから、議案第９２号平成２３年度足寄

しました。職員手当等におきまして、４０１

町介護サービス事業特別会計補正予算（第３
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号）の件を採決をします。

費用、総経費にかかわります給料外、１８９

この表決は起立によって行います。

万９,０００円の減額計上をお願いいたしま

本件は、原案のとおり決定することに賛成

した。

の方は、起立願います。

８７ページから、９０ページにかけまし

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

て、給与費明細表を添付しておりますので、

全員の起立です。

御参照のほどお願いいたします。

したがって、議案第９２号平成２３年度足
寄町介護サービス事業特別会計補正予算（第
３号）の件は、原案のとおり可決されまし
た。

続きまして、収入につきまして申し上げま
す。８３ページをお願いいたします。
収入につきましては、水道事業収益、営業
収益、水道料金にて、支出における減額分１
８９万９,０００円の同額を、調整措置を計

◎

議案第９３号

○議長（吉田敏男君）

日程第１０

りました。
議案第

以上で、議案第９３号平成２３年度足寄町

９３号平成２３年度足寄町上水道事業会計補

上水道事業会計補正予算（第３号）について

正予算（第３号）の件を議題といたします。

の提案理由の説明とさせていただきます。御

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
建設課長

審議のほど、よろしくお願いいたします。
○議長（吉田敏男君）

南岡雄二君。

○建設課長（南岡雄二君）

これをもって提案理

由の説明を終わります。
ただいま議題と

これから、議案第９３号平成２３年度足寄

なりました議案第９３号平成２３年度足寄町

町上水道事業会計補正予算（第３号）の件の

上水道事業会計補正予算（第３号）について

質疑を行います。

提案理由の御説明を申し上げます。

８３ページから８６ページ、収益的収入、

平成２３年度足寄町上水道事業会計予算第
３条を定めた収益的収入、及び支出の額か

及び支出一括で行います。質疑はございませ
んか。

ら、１８９万９,０００円を減額し、収益的

（「なし」と呼ぶ者あり）

収入、及び支出の額を、それぞれ１億２,２

○議長（吉田敏男君）

１７万１,０００円に、お願いするものでご

ください。

ざいます。

８０ページにお戻り

第３条、予算第７条に定めた議会の議決を

次に、第３条関係でございますが、予算第
７条に定めた議会の議決を経なければ流用す

経なければ流用することのできない経費、質
疑ございませんか。

ることができない経費中、職員給与費から１

（「なし」と呼ぶ者あり）

８７万４,０００円を減額し、当該経費の総

○議長（吉田敏男君）

額を３,３１４万１,０００円に変更をお願い

か。

するものでございます。

総括ございません

（「なし」と呼ぶ者あり）

収益的収入、及び支出の内容について、御
説明申し上げます。８５ページをお願いいた
します。

○議長（吉田敏男君）

これで質疑を終わり

ます。
これから自由討議を行います。自由討議は

補正の内容につきましては、一般会計同

ございませんか。

様、職員給与費、及び共済組合負担金等を含

（「なし」と呼ぶ者あり）

めましても、制度改正によるものでございま

○議長（吉田敏男君）

す。

わります。

支出につきましては、水道事業費用、営業

これで自由討議を終

これから討論を行います。討論はございま
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せんか。

支出から申し上げます。支出につきまして
（「なし」と呼ぶ者あり）

○議長（吉田敏男君）

は、人事院勧告によります給与改定経費、及

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。

び職員の移動等に伴う給与費等といたしまし
て、給料外８９１万３,０００円の減額計上

これから、議案第９３号平成２３年度足寄
町上水道事業会計補正予算（第３号）の件を
採決をします。

をお願いいたしました。
収入につきましては、支出経費に関連した
負担区分に基づく一般会計負担金、及び外来

この表決は起立によって行います。

収益の減額計上をお願いいたしました。

本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は、起立願います。

御審議賜りますよう、よろしくお願いいたし

（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

以上のとおり、御提案申し上げますので、
ます。

全員の起立です。

○議長（吉田敏男君）

したがって、議案第９３号平成２３年度足
寄町上水道事業会計補正予算（第３号）の件
は、原案のとおり可決されました。

これをもって提案理

由の説明を終わります。
これから、議案第９４号平成２３年度足寄
町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２
号）の件の質疑を行います。

◎

議案第９４号

○議長（吉田敏男君）

９５ページ、収益的収入、及び支出一括で

日程第１１

議案第

行います。質疑はございませんか。

９４号平成２３年度足寄町国民健康保険病院

（「なし」と呼ぶ者あり）

事業会計補正予算（第２号）の件を議題とい

○議長（吉田敏男君）

たします。

りください。

本件について、提案理由の説明を求めま
す。
病院事務長

９２ページに、お戻

第３条、予算第７条に定めた議会の議決を
経なければ流用することのできない経費。質

對馬邦彦君。

○病院事務長（對馬邦彦君）

疑はございませんか。
ただいま議題

（「なし」と呼ぶ者あり）

となりました議案第９４号平成２３年度足寄

○議長（吉田敏男君）

町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２

か。

号）について、提案理由を御説明申し上げま
す。

（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

収益的収入、及び支出から、それぞれ８９
１万３,０００円を減額し、収益的収入、及
び支出の額を１１億６,８８３万５,０００円

これで質疑を終わり

ます。
これから自由討議を行います。自由討議ご
ざいませんか。

にお願いするものでございます。

（「なし」と呼ぶ者あり）

次に、第３条関係でございますが、予算第
７条に定めた議会の議決を経なければ流用す
ることができない経費中、職員給与費から８
９１万３,０００円を減額し、当該経費の総

○議長（吉田敏男君）

願いするものでございます。

これから討論を行います。討論はございま
せんか。
（「なし」と呼ぶ者あり）
○議長（吉田敏男君）

次に、９５ページをお願いいたします。収
益的収入、及び支出の内容等について、御説

これで自由討議を終

わります。

額を７億４,１７８万７,０００円に変更をお

明申し上げます。

総括ございません

討論なしと認めま

す。これで討論を終わります。
これから、議案第９４号平成２３年度足寄
町国民健康保険病院事業会計補正予算（第２
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号）の件を採決をします。
この表決は起立によって行います。
本件は、原案のとおり決定することに賛成
の方は、起立願います。
（賛成者起立）
○議長（吉田敏男君）

全員の起立です。

したがって、議案第９４号平成２３年度足
寄町国民健康保険病院事業会計補正予算（第
２号）の件は、原案のとおり可決されまし
た。
◎

閉会宣告

○議長（吉田敏男君）

これをもって、本臨

時会に付議されました案件の審議は、全部終
了をいたしました。
これで本日の会議を閉じます。
平成２３年第７回足寄町議会臨時会を閉会
をいたします。
午前１１時０２分

閉会
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